
総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

加入数 ７７８　クラブ

No クラブ名 市区町村 クラブホームページ等（URL）

1 本二のびのびスポーツクラブ 神戸市（東灘区）

2 渦が森あいあいクラブ 神戸市（東灘区）

3 本三クラブ 神戸市（東灘区）

4 のびのび魚崎クラブ 神戸市（東灘区） 神戸市（スポーツクラブ２１）

5 ナイス本一クラブ 神戸市（東灘区） http://www.sportsclub-kobe.com

6 もとみなスポーツクラブ 神戸市（東灘区）

7 ひがしなだクラブ 神戸市（東灘区）

8 本庄五輪クラブ 神戸市（東灘区）

9 みかきた上の山クラブ 神戸市（東灘区）

10 六甲アイランドスポーツクラブ 神戸市（東灘区）

11 向洋スポーツクラブ 神戸市（東灘区）

12 福池文化・スポーツクラブ 神戸市（東灘区）

13 住吉スポーツクラブ 神戸市（東灘区）

14 みかげスポーツクラブ 神戸市（東灘区）

15 兵庫大開さわやかスポーツクラブ 神戸市（兵庫区）

16 和田岬はちのすスポーツクラブ 神戸市（兵庫区）

17 成徳スポーツクラブ21 神戸市（灘区）

18 鶴甲ふれあいクラブ 神戸市（灘区）

19 稗田わくわくクラブ 神戸市（灘区）

20 福住クラブウィズ 神戸市（灘区）

21 灘せせらぎクラブ 神戸市（灘区）

22 みのおかクラブ 神戸市（灘区）

23 摩耶スポーツクラブ 神戸市（灘区）

24 西灘わくわくスポーツクラブ 神戸市（灘区）

25 高羽スポーツクラブ 神戸市（灘区）

26 にしごうスポーツクラブ 神戸市（灘区）

27 六甲すこやかクラブ 神戸市（灘区）

28 六甲山のふれあいスポーツクラブ 神戸市（灘区）

29 中央スポーツクラブ 神戸市（中央区）

30 山の手カリヨンスポーツクラブ 神戸市（中央区）
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令和３年５月末現在

兵庫県

「スポーツクラブ21ひょうご」全県連絡協議会

兵庫県1

http://www.sportsclub-kobe.com/


総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

31 雲中ウイングクラブ 神戸市（中央区）

32 みなとスポーツクラブ 神戸市（中央区）

33 レッツこうべスポーツクラブ 神戸市（中央区）

34 上筒井サンサンクラブ 神戸市（中央区）

35 はっと！なぎさクラブ 神戸市（中央区）

36 春日野スプリングクラブ 神戸市（中央区）

37 宮本スポーツクラブ 神戸市（中央区）

38 港島スポーツクラブ 神戸市（中央区）

39 会下山 WaiWai クラブ 神戸市（兵庫区）

40 夢野の丘スポーツクラブ 神戸市（兵庫区）

41 スポーツ倶楽部めいしん 神戸市（兵庫区）

42 浜山Can成る倶楽部 神戸市（兵庫区）

43 水木スポーツクラブ 神戸市（兵庫区）

44 ＫＯＢＥ　ＧＩＯＮ　ＳＣ 神戸市（兵庫区）

45 室っ子スポーツクラブ 神戸市（長田区）

46 蓮池すこやかクラブ 神戸市（長田区）

47 駒ヶ林スポーツクラブ 神戸市（長田区）

48 長田南スポーツクラブ 神戸市（長田区）

49 池田かがやきスポーツクラブ 神戸市（長田区）

50 みくらスポーツクラブ 神戸市（長田区）

51 真陽ひまわりクラブ 神戸市（長田区）

52 名倉スポーツクラブ 神戸市（長田区）

53 ながたスポーツクラブ 神戸市（長田区）

54 宮川もりもりクラブ 神戸市（長田区）

55 五位の池スポーツクラブ 神戸市（長田区）

56 真野スポーツクラブ 神戸市（長田区）

57 丸山ひばりスポーツクラブ 神戸市（長田区）

58 西須磨はつらつスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

59 神の谷ぷらっとスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

60 東スマイルクラブ 神戸市（須磨区）

61 横尾スポーツひろば 神戸市（須磨区）

62 だいちスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

63 若草スポーツクラブ 神戸市（須磨区）

64 西落合レインボークラブ 神戸市（須磨区）

65 南落合フレンドリークラブ 神戸市（須磨区）

66 松尾ふぁみりぃクラブ 神戸市（須磨区）

67 東落合スポーツクラブ新・ごんたろう姫の会 神戸市（須磨区）

68 北須磨スポーツクラブ 神戸市（須磨区）

69 たかくらだいスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

70 妙法寺グリーンスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

71 竜が台ふれあいクラブ 神戸市（須磨区）

72 いたやどGENKIクラブ 神戸市（須磨区）
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73 菅の台シーズスポーツクラブ 神戸市（須磨区）

74 多井畑スポーツクラブ 神戸市（須磨区）

75 若宮のりのりクラブ 神戸市（須磨区）

76 ミラクルはなたにクラブ 神戸市（須磨区）

77 白川クラブ 神戸市（須磨区）

78 多聞台わくわくスポーツクラブ 神戸市（垂水区）

79 塩屋あらかしクラブ 神戸市（垂水区）

80 スポーツクラブにしまいこ 神戸市（垂水区）

81 アスリートクラブ福田 神戸市（垂水区）

82 下畑台やまももクラブ 神戸市（垂水区）

83 KASUMIスポーツクラブ 神戸市（垂水区）

84 つつじが丘スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

85 神陵台キラキラスポーツクラブ 神戸市（垂水区）

86 小束山スマイルクラブ 神戸市（垂水区）

87 千鳥きらめきクラブ 神戸市（垂水区）

88 東舞子スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

89 多聞東スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

90 乙木スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

91 多聞の丘スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

92 千代が丘ゆめクラブ 神戸市（垂水区）

93 塩屋北スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

94 東垂水スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

95 スポーツパーク舞子 神戸市（垂水区）

96 垂水アンカークラブ 神戸市（垂水区）

97 高丸総合クラブ 神戸市（垂水区）

98 名谷くすのきSUNクラブ 神戸市（垂水区）

99 GENKI西脇スポーツクラブ 神戸市（垂水区）

100 南五葉いきいきスポーツクラブ 神戸市（北区）

101 からとクラブ 神戸市（北区）

102 すぽーつくらぶありの 神戸市（北区）

103 山田地域スポーツクラブ 神戸市（北区）

104 OH☆いけっ！！スポーツクラブ 神戸市（北区）

105 Lily Bell スポーツクラブ 神戸市（北区）

106 ありの台スポーツクラブ 神戸市（北区）

107 藤原台フレンドリークラブ 神戸市（北区）

108 桂木きらきらスポーツクラブ 神戸市（北区）

109 小部東ほっとスポーツクラブ 神戸市（北区）

110 みのたにスポーツ交流クラブ 神戸市（北区）

111 ひよどり台元気クラブ 神戸市（北区）

112 スポーツクラブ道場 神戸市（北区）

113 谷上ゆうゆうクラブ 神戸市（北区）

114 桜の宮さわやかクラブ 神戸市（北区）
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115 長尾スポーツクラブ 神戸市（北区）

116 スポーツクラブおおぞう・光・みらい 神戸市（北区）

117 鹿の子台スポーツクラブ 神戸市（北区）

118 筑紫が丘スポーツクラブ 神戸市（北区）

119 北五葉クラブ 神戸市（北区）

120 甲緑あじさいスポーツクラブ 神戸市（北区）

121 星和台スポーツクラブ 神戸市（北区）

122 広陵スポーツクラブ 神戸市（北区）

123 西山スマイルクラブ 神戸市（北区）

124 淡河スポーツクラブ 神戸市（北区）

125 有馬わくわくクラブ 神戸市（北区）

126 あいなスポーツクラブ 神戸市（北区）

127 泉台ふれあいスポーツクラブ 神戸市（北区）

128 好徳スポーツクラブ 神戸市（北区）

129 小部っ子スポーツアートクラブ 神戸市（北区）

130 君影スポーツクラブ 神戸市（北区）

131 八多ふれあいクラブ 神戸市（北区）

132 はなやまスポーツクラブ 神戸市（北区）

133 桜が丘のびのびスポーツクラブ 神戸市（西区）

134 木津スポーツクラブ 神戸市（西区）

135 学園グリーンスポーツクラブ 神戸市（西区）

136 平野あたごスポーツクラブ 神戸市（西区）

137 狩場さわやかスポーツクラブ 神戸市（西区）

138 樫野台スポーツクラブ 神戸市（西区）

139 美賀多台スポーツクラブ 神戸市（西区）

140 長坂なでしこスポーツ広場 神戸市（西区）

141 北山ＧＯＧＯスポーツクラブ 神戸市（西区）

142 枝吉げんきクラブ 神戸市（西区）

143 いぶきウエストスポーツクラブ 神戸市（西区）

144 櫨谷スポーツクラブ 神戸市（西区）

145 糀台スポーツクラブ 神戸市（西区）

146 押部谷スポーツクラブ 神戸市（西区）

147 春日台スポーツクラブ 神戸市（西区）

148 いぶき東スポーツクラブ 神戸市（西区）

149 有瀬ふれあいスポーツクラブ 神戸市（西区）

150 高和スポーツクラブ 神戸市（西区）

151 スポーツ２１竹の台クラブ 神戸市（西区）

152 であいスポーツクラブ 神戸市（西区）

153 スポーツクラブ２１月が丘クラブ 神戸市（西区）

154 高津橋スポーツクラブ 神戸市（西区）

155 岩岡スポーツクラブ 神戸市（西区）

156 こでらスポーツクラブ 神戸市（西区）
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157 太山寺けやきスポーツクラブ 神戸市（西区）

158 伊川谷スポーツクラブ 神戸市（西区）

159 玉一小スポーツクラブ 神戸市（西区）

160 神出スポーツクラブ 神戸市（西区）

161 いぶきの丘スポーツクラブ 神戸市（西区）

162 スポーツクラブ21大庄 尼崎市

163 スポーツクラブ21立花西 尼崎市

164 スポーツクラブ21立花北 尼崎市 尼崎市（スポーツクラブ２１）

165 スポーツクラブ21武庫の里 尼崎市

166 スポーツクラブ21園和北 尼崎市

167 スポーツクラブ21園和 尼崎市

168 スポーツクラブ21西 尼崎市

169 スポーツクラブ21明城 尼崎市

170 スポーツクラブ21成徳 尼崎市

171 スポーツクラブ21園田東 尼崎市

172 スポーツクラブ21武庫南 尼崎市

173 スポーツクラブ21立花 尼崎市

174 スポーツクラブ21杭瀬 尼崎市

175 スポーツクラブ21難波 尼崎市

176 スポーツクラブ21北難波 尼崎市

177 スポーツクラブ21梅香 尼崎市

178 スポーツクラブ21竹谷 尼崎市

179 スポーツクラブ21長洲 尼崎市

180 スポーツクラブ21清和 尼崎市

181 スポーツクラブ21浦風 尼崎市

182 スポーツクラブ21金楽寺 尼崎市

183 スポーツクラブ21成文 尼崎市

184 スポーツクラブ21若葉 尼崎市

185 スポーツクラブ21大島 尼崎市

186 スポーツクラブ21浜田 尼崎市

187 スポーツクラブ21七松 尼崎市

188 スポーツクラブ21上坂部 尼崎市

189 スポーツクラブ21下坂部 尼崎市

190 スポーツクラブ21潮 尼崎市

191 スポーツクラブ21浜 尼崎市

192 スポーツクラブ21立花南 尼崎市

193 スポーツクラブ21名和 尼崎市

194 スポーツクラブ21塚口 尼崎市

195 スポーツクラブ21尼崎北 尼崎市

196 スポーツクラブ21水堂 尼崎市

197 スポーツクラブ21武庫 尼崎市

198 スポーツクラブ21武庫北 尼崎市
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199 スポーツクラブ21武庫東 尼崎市

200 スポーツクラブ21武庫庄 尼崎市

201 スポーツクラブ21園田 尼崎市

202 スポーツクラブ21園田南 尼崎市

203 スポーツクラブ21園田北 尼崎市

204 スポーツクラブ21小園 尼崎市

205 スポーツクラブ21つと 西宮市

206 スポーツクラブ21西宮浜 西宮市

207 スポーツクラブ21北夙川 西宮市

208 スポーツクラブ21東山台 西宮市 西宮市（スポーツクラブ２１）

209 樋ノ口スポーツクラブ21 西宮市

210 スポーツクラブ21甲東 西宮市

211 スポーツクラブ21神原 西宮市

212 スポーツクラブ21大社 西宮市

213 スポーツクラブ21安井 西宮市

214 スポーツクラブ21なまぜ 西宮市

215 スポーツクラブ21上ヶ原南 西宮市

216 スポーツクラブ21段上西 西宮市

217 深津スポーツクラブ21 西宮市

218 スポーツクラブ21鳴尾東 西宮市

219 スポーツクラブ21上甲子園 西宮市

220 スポーツクラブ21こまつ 西宮市

221 スポーツクラブ21瓦林 西宮市

222 スポーツクラブ21高木 西宮市

223 スポーツクラブ21甲陽園 西宮市

224 スポーツクラブ21ひらき 西宮市

225 スポーツクラブ21うえがはら 西宮市

226 スポーツクラブ21北六甲台 西宮市

227 やまぐちスポーツクラブ21 西宮市

228 瓦木スポーツクラブ21 西宮市

229 スポーツクラブ21段上 西宮市

230 スポーツandカルチャークラブ21苦楽園 西宮市

231 スポーツクラブ21浜脇 西宮市

232 スポーツクラブ21ひろた 西宮市

233 スポーツクラブ21甲子園浜 西宮市

234 スポーツクラブ21高須 西宮市

235 夙川スポーツクラブ21 西宮市

236 スポーツクラブ21春風 西宮市

237 スポーツクラブ21香櫨園 西宮市

238 今津スポーツクラブ21 西宮市

239 スポーツクラブ21船坂 西宮市

240 南甲子園スポーツクラブ21 西宮市

https://www.nishi.or.jp/bunka/sportkatsudo/sportscl
ub21/index.html
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241 スポーツクラブ21なじお 西宮市

242 スポーツクラブ21用海 西宮市

243 スポーツクラブ21鳴尾北 西宮市

244 スポーツクラブ21鳴尾 西宮市

245 三条スポーツクラブ21 芦屋市

246 スポーツクラブ21潮見 芦屋市

247 スポーツクラブ21ＹＡＭＡＴＥ 芦屋市 芦屋市（スポーツクラブ２１）

248 スポーツクラブ21宮川 芦屋市
http://www.city.ashiya.lg.jp/sports/sportsclub21.htm
l

249 スポーツクラブ21打出浜 芦屋市

250 朝日ケ丘スポーツクラブ21 芦屋市

251 岩園スポーツクラブ21 芦屋市

252 スポーツクラブ21精道 芦屋市

253 浜風スポーツクラブ21 芦屋市

254 スポーツクラブ21おぎの 伊丹市

255 スポーツクラブ21すずはら 伊丹市

256 スポーツクラブ21鴻池 伊丹市 伊丹市（スポーツクラブ２１）

257 スポーツクラブ21天神川 伊丹市

258 スポーツクラブ21みどり 伊丹市

259 スポーツクラブ21摂陽 伊丹市

260 スポーツクラブ21はなさと 伊丹市

261 スポーツクラブ21みなみ 伊丹市

262 スポーツクラブ21神津 伊丹市

263 スポーツクラブ21いなの 伊丹市

264 スポーツクラブ21みずほ 伊丹市

265 スポーツクラブ21有岡 伊丹市

266 スポーツクラブ21桜台 伊丹市

267 スポーツクラブ21ささはら 伊丹市

268 スポーツクラブ21いたみ 伊丹市

269 スポーツクラブ21こやの里 伊丹市

270 スポーツクラブ21いけじり 伊丹市

271 スポーツクラブ21西谷 宝塚市

272 スポーツクラブ21一小校区 宝塚市

273 スポーツクラブ21山手台 宝塚市

274 スポーツクラブ21小浜 宝塚市

275 スポーツクラブ21宝塚 宝塚市 宝塚市（スポーツクラブ２１）

276 スポーツクラブ21美座 宝塚市

277 スポーツクラブ21末広 宝塚市

278 スポーツクラブ21すみれが丘 宝塚市

279 スポーツクラブ21仁川 宝塚市

280 スポーツクラブ21長尾台 宝塚市

281 スポーツクラブ21長尾南 宝塚市

282 スポーツクラブ21ゆずり葉 宝塚市

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDS
PORTS/ITAMI_SPROTS_CLUB_21/index.html

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoiku/sports/1
002656/1009228.html
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

283 スポーツクラブ21あくら 宝塚市

284 スポーツクラブ21高小 宝塚市

285 スポーツクラブ21売布 宝塚市

286 スポーツクラブ21あくら北 宝塚市

287 スポーツクラブ21長尾 宝塚市

288 スポーツクラブ21丸橋 宝塚市

289 スポーツクラブ21中山桜台 宝塚市

290 スポーツクラブ21すえなり 宝塚市

291 スポーツクラブ21良元 宝塚市

292 スポーツクラブ21中山五月台 宝塚市

293 スポーツクラブ21西山 宝塚市

294 スポーツクラブ21光明 宝塚市

295 スポーツクラブ21川西(やなぎクラブ) 川西市

296 スポーツクラブ21さくら 川西市

297 スポーツクラブ21多田 川西市 川西市（スポーツクラブ２１）

298 スポーツクラブ21牧の台 川西市

299 スポーツクラブ21ひがしたに 川西市

300 スポーツクラブ21グリーンハイツ 川西市

301 スポーツクラブ21久代 川西市

302 スポーツクラブ21川西北(かわきたクラブ) 川西市

303 スポーツクラブ21清和台 川西市

304 スポーツクラブ21明峰 川西市

305 スポーツクラブ21けやき坂 川西市

306 スポーツクラブ21北陵 川西市

307 スポーツクラブ21加茂 川西市

308 スポーツクラブ21多田東 川西市

309 スポーツクラブ21阿古谷 猪名川町

310 スポーツクラブ21いながわ 猪名川町

311 スポーツクラブ21やないづ 猪名川町 猪名川町（スポーツクラブ２１）

312 スポーツクラブ21松尾台 猪名川町

313 スポーツクラブ21しろがね 猪名川町

314 スポーツクラブ21つつじ 猪名川町

315 スポーツクラブ21大島 猪名川町

316 スポーツクラブ21狭間 三田市

317 スポーツクラブ21母子 三田市

318 スポーツクラブ21富士 三田市 三田市（スポーツクラブ２１）

319 スポーツクラブ21松ヶ丘 三田市

320 スポーツクラブ21本庄 三田市

321 スポーツクラブ21武庫 三田市

322 スポーツクラブ21藍 三田市

323 スポーツクラブ21つつじが丘 三田市

324 スポーツクラブ21広野 三田市

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/shimin/
sports/sdansyokai/1001855/index.html

http://www.city.sanda.lg.jp/bunka_sports/supokura.h
tml
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

325 スポーツクラブ21高平 三田市

326 スポーツクラブ21三田 三田市

327 スポーツクラブ21三輪 三田市

328 スポーツクラブ21あかしあ台 三田市

329 スポーツクラブ21小野 三田市

330 スポーツクラブ21学園 三田市

331 スポーツクラブ21志手原 三田市

332 スポーツクラブ21ゆりのき台 三田市

333 スポーツクラブ21弥生 三田市

334 スポーツクラブ21けやき台 三田市

335 スポーツクラブ21すずかけ台 三田市

336 スポーツクラブ21明石 明石市

337 スポーツクラブ21高丘東 明石市

338 スポーツクラブ21高丘西 明石市 明石市（スポーツクラブ２１）

339 スポーツクラブ21花園 明石市

340 スポーツクラブ21松が丘 明石市

341 スポーツクラブ21大久保南 明石市

342 スポーツクラブ21王子 明石市

343 スポーツクラブ21大観 明石市

344 スポーツクラブ21中崎 明石市

345 スポーツクラブ21人丸 明石市

346 スポーツクラブ21鳥羽 明石市

347 スポーツクラブ21貴崎 明石市

348 スポーツクラブ21朝霧 明石市

349 スポーツクラブ21林 明石市

350 スポーツクラブ21藤江 明石市

351 スポーツクラブ21清水 明石市

352 スポーツクラブ21大久保 明石市

353 スポーツクラブ21二見北 明石市

354 スポーツクラブ21沢池 明石市

355 スポーツクラブ21二見 明石市

356 スポーツクラブ21二見西 明石市

357 スポーツクラブ21山手 明石市

358 スポーツクラブ21谷八木 明石市

359 スポーツクラブ21魚住 明石市

360 スポーツクラブ21錦が丘 明石市

361 スポーツクラブ21錦浦 明石市

362 スポーツクラブ21和坂 明石市

363 スポーツクラブ21江井島 明石市

364 NPO法人加古川総合スポーツクラブ 加古川市 http://www.pure.ne.jp/~npo-kcsc

365 スポーツクラブ21荒井 高砂市

http://www2.city.akashi.lg.jp/community/community_
shitsu/sc21/index.html
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

366 スポーツクラブ21米田 高砂市

367 スポーツクラブ21なかすじ 高砂市 高砂市（スポーツクラブ２１）

368 スポーツクラブ21米田西 高砂市

369 スポーツクラブ21曽根 高砂市

370 スポーツクラブ21伊保 高砂市

371 スポーツクラブ21北浜 高砂市

372 スポーツクラブ21高砂 高砂市

373 スポーツクラブ21阿弥陀 高砂市

374 スポーツクラブ21伊保南 高砂市

稲美町（スポーツクラブ２１）

https://www.town.hyogo-
inami.lg.jp/0000001403.html

376 NPO法人スポーツクラブ21はりま 播磨町 http://www.sc21-harima.com/

377 スポーツクラブ21日野 西脇市

378 スポーツクラブ21比也野 西脇市

379 スポーツクラブ21重春・野村 西脇市 西脇市（スポーツクラブ２１）

380 スポーツクラブ21芳田 西脇市

381 スポーツクラブ21西脇・津万 西脇市

382 スポーツクラブ21双葉 西脇市

383 スポーツクラブ21くすがおか 西脇市

384 スポーツクラブ21さくら 西脇市

385 スポーツクラブ21別所（MOE） 三木市

386 スポーツクラブ21緑が丘（With） 三木市

387 スポーツクラブ21三木東 三木市 三木市（スポーツクラブ２１）

388 スポーツクラブ21三木西 三木市

389 スポーツクラブ21三木青山 三木市

390 スポーツクラブ21細川 三木市

391 スポーツクラブ21自由が丘東（コスモ） 三木市

392 スポーツクラブ21自由が丘西（スマイル） 三木市

393 スポーツクラブ21口吉川（TRY！） 三木市

394 スポーツクラブ21志染（夢スポ） 三木市

395 スポーツクラブ21みなぎ台 三木市

396 スポーツクラブ21中吉川 三木市

397 スポーツクラブ21上吉川 三木市

398 スポーツクラブ21東吉川（ひがし） 三木市

399 スポーツクラブ21オール下東条 小野市

400 スポーツクラブ21いちば 小野市

401 スポーツクラブ21かわい 小野市 小野市（スポーツクラブ２１）

402 スポーツクラブ21おおべ 小野市

403 スポーツクラブ21おの「ESPO」 小野市

404 スポーツクラブ21おのひがし 小野市

405 スポーツクラブ21きすみの 小野市

http://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/43/11/12/3/

375 スポーツクラブ21いなみ 稲美町

http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/14,61203,1
42,783,html

http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/kyo
uikuiinkai/syougaigakusyuka/sports/news/14446079
66520.html
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

406 スポーツクラブ21賀茂 加西市

407 スポーツクラブ21下里 加西市

408 スポーツクラブ21とみあい 加西市 加西市（スポーツクラブ２１）

409 スポーツクラブ21九会 加西市 https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/5/1492.html

410 スポーツクラブ21日吉 加西市

411 スポーツクラブ21いずみ 加西市

412 スポーツクラブ21宇仁 加西市

413 スポーツクラブ21北条 加西市

414 スポーツクラブ21北条東 加西市

415 スポーツクラブ21富田 加西市

416 スポーツクラブ21西在田 加西市

417 スポーツクラブ21ふくだ 加東市

418 スポーツクラブ21よねだ 加東市

419 スポーツクラブ21やしろ 加東市 加東市（スポーツクラブ２１）

420 スポーツクラブ21みくさ 加東市

421 スポーツクラブ21かもがわ 加東市

422 スポーツクラブ21たきの 加東市

423 スポーツクラブ21東条 加東市

424 スポーツクラブ21妙見 多可町

425 スポーツクラブ21まつい 多可町

426 スポーツクラブ21すぎはら 多可町 多可町（スポーツクラブ２１）

427 スポーツクラブ21はななみ 多可町

428 スポーツクラブ21やまと 多可町

429 スポーツクラブ21笠形 多可町

430 スポーツクラブ21津田 姫路市

431 スポーツクラブ21広畑第二 姫路市

432 スポーツクラブ21的形 姫路市 姫路市（スポーツクラブ２１）

433 スポーツクラブ21ふなつ 姫路市 https://hime-spo.com/h-sports/group/

434 スポーツクラブ21林田 姫路市

435 スポーツクラブ21やわた 姫路市

436 スポーツクラブ21勝原 姫路市

437 スポーツクラブ21青山 姫路市

438 スポーツクラブ21城東 姫路市

439 スポーツクラブ21南大津 姫路市

440 スポーツクラブ21城陽 姫路市

441 スポーツクラブ21城西 姫路市

442 スポーツクラブ21曽左 姫路市

443 スポーツクラブ21しかま 姫路市

444 スポーツクラブ21安室東 姫路市

445 スポーツクラブ21やすむろ 姫路市

446 スポーツクラブ21みくにの 姫路市

447 スポーツクラブ21妻鹿 姫路市

https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id
=18047
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

448 スポーツクラブ21八木 姫路市

449 スポーツクラブ21高岡西 姫路市

450 スポーツクラブ21あがほ 姫路市

451 スポーツクラブ21伊勢 姫路市

452 スポーツクラブ21太市 姫路市

453 スポーツクラブ21やまだ 姫路市

454 スポーツクラブ21大津 姫路市

455 スポーツクラブ21白浜 姫路市

456 スポーツクラブ21城巽 姫路市

457 スポーツクラブ21手柄 姫路市

458 スポーツクラブ21大津茂 姫路市

459 豊富スポーツクラブ21 姫路市

460 スポーツクラブ21いとひき 姫路市

461 スポーツクラブ21広峰 姫路市

462 スポーツクラブ21しごう 姫路市

463 スポーツクラブ21白鳥 姫路市

464 スポーツクラブ21城乾 姫路市

465 スポーツクラブ21おおしお 姫路市

466 スポーツクラブ21野里 姫路市

467 スポーツクラブ21城南 姫路市

468 スポーツクラブ21みずかみ 姫路市

469 スポーツクラブ21旭陽 姫路市

470 スポーツクラブ21花田 姫路市

471 スポーツクラブ21荒川 姫路市

472 スポーツクラブ21たにそと 姫路市

473 スポーツクラブ21船場 姫路市

474 スポーツクラブ21ひがし 姫路市

475 スポーツクラブ21別所 姫路市

476 スポーツクラブ21峰相 姫路市

477 スポーツクラブ21余部 姫路市

478 スポーツクラブ21網干西 姫路市

479 スポーツクラブ21城北 姫路市

480 スポーツクラブ21砥堀 姫路市

481 スポーツクラブ21高岡 姫路市

482 スポーツクラブ21増位 姫路市

483 スポーツクラブ21たかはま 姫路市

484 スポーツクラブ21広畑 姫路市

485 スポーツクラブ21網干 姫路市

486 スポーツクラブ21谷内 姫路市

487 スポーツクラブ21いえしま 姫路市

488 スポーツクラブ21ぼうぜ 姫路市

489 スポーツクラブ21古知 姫路市
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

490 スポーツクラブ21あぞの 姫路市

491 スポーツクラブ21前之庄 姫路市

492 スポーツクラブ21やまのうち 姫路市

493 スポーツクラブ21置塩 姫路市

494 スポーツクラブ21菅生 姫路市

495 スポーツクラブ21上菅 姫路市

496 スポーツクラブ21こうろ 姫路市

497 スポーツクラブ21なかでら 姫路市

498 スポーツクラブ21香呂みなみ 姫路市

499 安富南スポーツクラブ21 姫路市

500 安富北スポーツクラブ21 姫路市

501 スポーツクラブ21あわが 神河町

502 スポーツクラブ21おちだに 神河町

503 スポーツクラブ21おおやま 神河町 神河町（スポーツクラブ２１）

504 スポーツクラブ21作新 神河町

505 スポーツクラブ21てらまえ 神河町

506 スポーツクラブ21かわかみ 神河町

507 スポーツクラブ21はせ 神河町

508 スポーツクラブ21かみおだ 神河町

509 スポーツクラブ21みなみおだ 神河町

510 スポーツクラブ21川辺 市川町

511 スポーツクラブ21瀬加 市川町

512 スポーツクラブ21小畑 市川町

513 スポーツクラブ21鶴居 市川町

514 スポーツクラブ21甘地 市川町

515 田原スポーツクラブ　 福崎町

516 スポーツネットワークUS 福崎町

517 たかおかスポーツクラブ 福崎町

518 八千種スポーツクラブ 福崎町

519 スポーツクラブ21わかさの 相生市

520 スポーツクラブ21矢野 相生市

521 スポーツクラブ21あいおい 相生市 相生市（スポーツクラブ２１）

522 スポーツクラブ21那波 相生市

523 スポーツクラブ21あおば 相生市

524 スポーツクラブ21双葉 相生市

525 スポーツクラブ21中央 相生市

526 スポーツクラブ21揖西東 たつの市

527 スポーツクラブ21誉田 たつの市

528 スポーツクラブ21龍野 たつの市 たつの市（スポーツクラブ２１）

529 スポーツクラブ21揖西西 たつの市

530 スポーツクラブ21揖保 たつの市

531 スポーツクラブ21神岡 たつの市

http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000662.ht
ml

https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/300

市川町（スポーツクラブ２１）

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/sports/00000029
54.html

福崎町（スポーツクラブ２１）
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

532 スポーツクラブ21小宅 たつの市

533 スポーツクラブ21香島 たつの市

534 スポーツクラブ21西栗栖 たつの市

535 スポーツクラブ21東栗栖 たつの市

536 スポーツクラブ21越部 たつの市

537 スポーツクラブ21新宮 たつの市

538 スポーツクラブ21播磨高原東 たつの市

539 スポーツクラブ21神部 たつの市

540 スポーツクラブ21半田 たつの市

541 スポーツクラブ21河内 たつの市

542 スポーツクラブ21みつ たつの市

543 スポーツクラブ21室津 たつの市

544 スポーツクラブ21おさき 赤穂市

545 スポーツクラブ21城西 赤穂市

546 スポーツクラブ21赤穂 赤穂市 赤穂市（スポーツクラブ２１）

547 スポーツクラブ21高雄 赤穂市

548 スポーツクラブ21塩屋 赤穂市

549 スポーツクラブ21御崎 赤穂市

550 スポーツクラブ21赤穂西 赤穂市

551 スポーツクラブ21はら 赤穂市

552 スポーツクラブ21有年 赤穂市

553 スポーツクラブ21坂越 赤穂市

554 スポーツクラブ21石海 太子町

555 スポーツクラブ21太田 太子町 太子町（スポーツクラブ２１）

556 スポーツクラブ21斑鳩 太子町

557 スポーツクラブ21龍田 太子町

558 スポーツクラブ21山野里 上郡町

559 スポーツクラブ21高田 上郡町

560 スポーツクラブ21上郡 上郡町 上郡町（スポーツクラブ２１）

561 スポーツクラブ21鞍居 上郡町

562 スポーツクラブ21赤松 上郡町

563 スポーツクラブ21船坂 上郡町

564 スポーツクラブ21梨ヶ原 上郡町

565 スポーツクラブ21佐用 佐用町

566 スポーツクラブ21江川 佐用町

567 スポーツクラブ21利神 佐用町 佐用町（スポーツクラブ２１）

568 スポーツクラブ21上月 佐用町

569 スポーツクラブ21幕山 佐用町

570 スポーツクラブ21久崎 佐用町

571 スポーツクラブ21三河 佐用町

572 スポーツクラブ21中安 佐用町

573 スポーツクラブ21徳久 佐用町
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

574 スポーツクラブ21三日月 佐用町

575 スポーツクラブ21神野 宍粟市

576 スポーツクラブ21河東 宍粟市

577 スポーツクラブ21やまさき 宍粟市 宍粟市（スポーツクラブ２１）

578 スポーツクラブ21すがの 宍粟市

579 スポーツクラブ21つたさわ 宍粟市

580 スポーツクラブ21城下 宍粟市

581 スポーツクラブ21とはら 宍粟市

582 スポーツクラブ21ひじま 宍粟市

583 スポーツクラブ21かんべ 宍粟市

584 スポーツクラブ21みかた 宍粟市

585 スポーツクラブ21はんせ 宍粟市

586 スポーツクラブ21下三方 宍粟市

587 スポーツクラブ21そめごうち 宍粟市

588 スポーツクラブ21はが 宍粟市

589 スポーツクラブ21野原 宍粟市

590 スポーツクラブ21道谷 宍粟市

591 スポーツクラブ21ちくさ 宍粟市

592 スポーツクラブ21とよおか中筋クラブ 豊岡市

593 スポーツクラブ21とよおか港東クラブ 豊岡市

594 スポーツクラブ21とよおか港西クラブ 豊岡市 豊岡市（スポーツクラブ２１）

595 スポーツクラブ21とよおか奈佐クラブ 豊岡市

596 スポーツクラブ21とよおか田鶴野クラブ 豊岡市

597 スポーツクラブ21とよおか神美クラブ 豊岡市

598 スポーツクラブ21とよおか新田クラブ 豊岡市

599 スポーツクラブ21とよおか八条クラブ 豊岡市

600 スポーツクラブ21とよおか三江クラブ 豊岡市

601 スポーツクラブ21とよおか豊岡クラブ 豊岡市

602 スポーツクラブ21とよおか五荘クラブ 豊岡市

603 スポーツクラブ21城崎 豊岡市

604 スポーツクラブ21中竹野 豊岡市

605 竹野南スポーツクラブ21 豊岡市

606 スポーツクラブ21竹野 豊岡市

607 スポーツクラブ21みかた 豊岡市

608 スポーツクラブ21やしろ 豊岡市

609 スポーツクラブ21こくふ 豊岡市

610 スポーツクラブ21ひだか 豊岡市

611 スポーツクラブ21せいしゅう 豊岡市

612 スポーツクラブ21にしき 豊岡市

613 スポーツクラブ21きよたき 豊岡市

614 スポーツクラブ21小野 豊岡市

615 スポーツクラブ21てらさか 豊岡市

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/shogaisports/
sports/1001402/1001401.html
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

616 スポーツクラブ21ふくすみ 豊岡市

617 スポーツクラブ21弘道 豊岡市

618 スポーツクラブ21小坂 豊岡市

619 スポーツクラブ21たかはし 豊岡市

620 スポーツクラブ21あいはし 豊岡市

621 スポーツクラブ21しぼ 豊岡市

622 伊佐地区スポーツクラブ21 養父市

623 スポーツクラブ21宿南 養父市

624 小佐スポーツクラブ21 養父市 養父市（スポーツクラブ２１）

625 高柳地区スポーツクラブ21 養父市

626 スポーツクラブ21八鹿 養父市

627 スポーツクラブ21たきのや 養父市

628 スポーツクラブ21みたに 養父市

629 スポーツクラブ21あざの 養父市

630 スポーツクラブ21ひろたに 養父市

631 スポーツクラブ21やぶ 養父市

632 スポーツクラブ21南谷 養父市

633 口大屋スポーツクラブ21 養父市

634 スポーツクラブ21おおや 養父市

635 スポーツクラブ21西谷 養父市

636 スポーツクラブ21sekinomiya 養父市

637 スポーツクラブ21おおたに 養父市

638 スポーツクラブ21熊次 養父市

639 スポーツクラブ21であい 養父市

640 スポーツクラブ21とちはら 朝来市

641 スポーツクラブ21おくがなや 朝来市

642 スポーツクラブ21いくの 朝来市 朝来市（スポーツクラブ２１）

643 スポーツクラブ21　ＩＴＯＩ 朝来市

644 スポーツクラブ21おおくら 朝来市

645 スポーツクラブ21和田山 朝来市

646 スポーツクラブ21とが 朝来市

647 スポーツクラブ21たけだ 朝来市

648 スポーツクラブ21やなせ 朝来市

649 スポーツクラブ21よふど 朝来市

650 スポーツクラブ21あわが 朝来市

651 スポーツクラブ21あさご（中川） 朝来市

652 スポーツクラブ21あさご（山口） 朝来市

653 スポーツクラブ21さつ 香美町

654 スポーツクラブ21ながい 香美町

655 スポーツクラブ21しばやま 香美町 香美町（スポーツクラブ２１）

656 スポーツクラブ21かすみ 香美町

657 スポーツクラブ21おくさづ 香美町
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

658 スポーツクラブ21あまるべ 香美町

659 スポーツクラブ21ひょうご小代 香美町

660 スポーツクラブ21いそう 香美町

661 スポーツクラブ21兎塚 香美町

662 スポーツクラブ21むらおか 香美町

663 スポーツクラブ21もろよせ 新温泉町

664 スポーツクラブ21いぐみ 新温泉町

665 スポーツクラブ21はまさか 新温泉町 新温泉町（スポーツクラブ２１）

666 スポーツクラブ21御火浦 新温泉町

667 スポーツクラブ21赤崎 新温泉町

668 スポーツクラブ21くとだに 新温泉町

669 スポーツクラブ21おおば 新温泉町

670 スポーツクラブ21奥八田 新温泉町

671 スポーツクラブ21春来 新温泉町

672 スポーツクラブ21照来 新温泉町

673 スポーツクラブ21八田 新温泉町

674 スポーツクラブ21熊谷 新温泉町

675 スポーツクラブ21温泉 新温泉町

676 スポーツクラブ21西紀南 丹波篠山市

677 スポーツクラブ21ひおき 丹波篠山市

678 スポーツクラブ21今田 丹波篠山市 丹波篠山市（スポーツクラブ２１）

679 スポーツクラブ21おおやま 丹波篠山市

680 スポーツクラブ21城南 丹波篠山市

681 スポーツクラブ21西紀北 丹波篠山市

682 スポーツクラブ21くもべ 丹波篠山市

683 スポーツクラブ21大芋 丹波篠山市

684 スポーツクラブ21畑 丹波篠山市

685 スポーツクラブ21むらくも 丹波篠山市

686 スポーツクラブ21おかの 丹波篠山市

687 スポーツクラブ21ふくすみ 丹波篠山市

688 スポーツクラブ21城北 丹波篠山市

689 スポーツクラブ21にしき 丹波篠山市

690 スポーツクラブ21ふるいち 丹波篠山市

691 スポーツクラブ21後川 丹波篠山市

692 スポーツクラブ21八上 丹波篠山市

693 スポーツクラブ21ささやま 丹波篠山市

694 スポーツクラブ21あじま 丹波篠山市

695 （スポ－ツクラブ21新井）　あかつきクラブ 丹波市

696 スポーツクラブ21崇広 丹波市

697 スポーツクラブ21氷上東 丹波市 丹波市（スポーツクラブ２１）

698 スポーツクラブ21氷上西 丹波市

699 スポーツクラブ21氷上北 丹波市

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/shakai
kyoiku/post-5.html

https://www.city.tamba.lg.jp/site/shougaigakushu/sc
21.html
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

700 スポーツクラブ21氷上南 丹波市

701 スポーツクラブ21氷上中央 丹波市

702 スポーツクラブ21神楽 丹波市

703 スポーツクラブ21芦田 丹波市

704 スポーツクラブ21佐治 丹波市

705 スポーツクラブ21遠阪 丹波市

706 スポーツクラブ21おおじ 丹波市

707 スポーツクラブ21ふなき 丹波市

708 スポーツクラブ21進修 丹波市

709 スポーツクラブ21春日部 丹波市

710 スポーツクラブ21黒井 丹波市

711 スポーツクラブ21和田 丹波市

712 スポーツクラブ21小川 丹波市

713 スポーツクラブ21上久下 丹波市

714 スポーツクラブ21くげ 丹波市

715 スポーツクラブ21吉見 丹波市

716 カモカモクラブ（スポ－ツクラブ21鴨庄）　 丹波市

717 スポーツクラブ21前山 丹波市

718 スポーツクラブ21美和 丹波市

719 スポーツクラブ21たけだ 丹波市

720 スポーツクラブ21安乎 洲本市

721 スポーツクラブ21加茂 洲本市

722 スポーツクラブ21中川原 洲本市 洲本市（スポーツクラブ２１）

723 スポーツクラブ21大野 洲本市

724 スポーツクラブ21洲本第三 洲本市

725 スポーツクラブ21うしお 洲本市

726 スポーツクラブ21洲本第二 洲本市

727 スポーツクラブ21由良 洲本市

728 スポーツクラブ21さかい 洲本市

729 スポーツクラブ21都志 洲本市

730 スポーツクラブ21とりかい 洲本市

731 スポーツクラブ21ひろいし 洲本市

732 スポーツクラブ21あいはら 洲本市

733 スポーツクラブ21おおまち 淡路市

734 スポーツクラブ21なかだ 淡路市

735 スポーツクラブ21しおた 淡路市 淡路市（スポーツクラブ２１）

736 スポーツクラブ21生穂 淡路市

737 スポーツクラブ21長沢 淡路市

738 スポーツクラブ21さの 淡路市

739 スポーツクラブ21しづき 淡路市

740 スポーツクラブ21あわじ 淡路市

741 スポーツクラブ21浅野 淡路市
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742 スポーツクラブ21富島 淡路市

743 スポーツクラブ21生田 淡路市

744 スポーツクラブ21野島 淡路市

745 スポーツクラブ21育波 淡路市

746 スポーツクラブ21仁井 淡路市

747 スポーツクラブ21室津 淡路市

748 スポーツクラブ21おさき 淡路市

749 スポーツクラブ21多賀 淡路市

750 スポーツクラブ21柳沢 淡路市

751 スポーツクラブ21山田 淡路市

752 スポーツクラブ21郡家 淡路市

753 スポーツクラブ21江井 淡路市

754 スポーツクラブ21釜口 淡路市

755 スポーツクラブ21学習 淡路市

756 スポーツクラブ21浦 淡路市

757 スポーツクラブ21しとおり 南あわじ市

758 スポーツクラブ21ひろた 南あわじ市

759 スポーツクラブ21しち 南あわじ市 南あわじ市（スポーツクラブ２１）

760 スポーツクラブ21丸山 南あわじ市

761 スポーツクラブ21あなが 南あわじ市

762 スポーツクラブ21いかり 南あわじ市

763 スポーツクラブ21つい 南あわじ市

764 スポーツクラブ21まつほ 南あわじ市

765 スポーツクラブ21なりあい 南あわじ市

766 スポーツクラブ21くましろ 南あわじ市

767 スポーツクラブ21えびす 南あわじ市

768 スポーツクラブ21かくらい 南あわじ市

769 スポーツクラブ21おのころ 南あわじ市

770 スポーツクラブ21灘ゆづるは 南あわじ市

771 沼島スポーツクラブ21おのころ 南あわじ市

772 スポーツクラブ21賀集 南あわじ市

773 潮美台スポーツクラブ21 南あわじ市

774 スポーツクラブ21・福良 南あわじ市

775 スポーツクラブ21・北阿万 南あわじ市

776 阿万スポーツクラブ21 南あわじ市

777 スポーツクラブ21みなと 南あわじ市

778 特定非営利活動法人 アスロン 芦屋市 http://athlon.jp/
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総合型地域スポーツクラブ（SC全国ネットワーク）加入クラブ 公益財団法人日本スポーツ協会

※都道府県協議会規約に基づいて都道府県内（エリア別）に設置している協議会

No 協議会名 エリア ホームページ等（URL）

1 神戸総合型地域スポーツクラブ全市連絡協議会 神戸市

2 「スポーツクラブ21ひょうご」阪神地区連絡協議会 阪神地区

3 「スポーツクラブ21ひょうご」播磨東地区連絡協議会 播磨東地区

4 「スポーツクラブ21ひょうご」播磨西地区連絡協議会 播磨西地区

5 「スポーツクラブ21ひょうご」但馬地区連絡協議会 但馬地区

6 「スポーツクラブ21ひょうご」丹波地区連絡協議会 丹波地区

7 「スポーツクラブ21ひょうご」淡路地区連絡協議会 淡路地区

事務局

住所

TEL

メール

ホームページ

078‐362‐9446

sports_shinko@pref.hyogo.lg.jp

http://www.hyogo-c.ed.jp/~sports-bo/frame21.html

兵庫県

兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課

〒650-8567　兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10‐1

兵庫県20
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